特集● e ポートフォリオがつなぐ「主体性等」の評価と育成

「 人 生 1 0 0 年 時 代 」に
求められる力と大学への期待
産業構造の転換や人口減はどんな未来をもたらし、必要な人材要件は
どう変わるのか。
「 主体性等 」の評価・育成の前提となる、環境変化と
大学の役割について、産業人材政策を担う経済産業省の担当官に聞く。
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